
入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:00

契建設 第 147 号

平山線側溝新設工事

三郷町佐々良木

施工延長　L=45.5m　自由勾配側溝　L=45.5m　舗装工　A=27m2　構造物撤去　
一式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が4,290,000円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,072,500円以上（税込み）の同種工事での実
績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     2,145,000 円

     1,950,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家７２２ー７ 　　　辞退

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥1,940,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１ 落札   ￥1,900,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年3月23日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:05

契建設 第 149 号

防安　槙ヶ根浜松線安全対策工事

三郷町野井

施工延長　L=50m　側溝工　L=50m　カラー舗装工　A=15m2

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が4,545,200円以上（税込み）であること。③
過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、1,136,300円以上（税込み）の同種工事での実
績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     2,272,600 円

     2,066,000 円

47
（株）中神工務店

岐阜県恵那市長島町正家７２２ー７ 落札   ￥2,000,000

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４    ￥2,050,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年3月23日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:10

契水工 第 43 号

上水道減圧弁更新工事

東野

減圧弁更新　N=1基（東野宮の前φ50）

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,023,550円以上（税込
み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、511,7
75円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     2,047,100 円

     1,861,000 円

69
（株）奥山水道設備工業

岐阜県恵那市大井町２１９４ー３４ 落札   ￥1,765,000

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 　　　辞退

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年3月13日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:15

契水工 第 45 号

三郷町･笠置町･大井町地内消火栓新設工事

恵那市

地下式消火栓新設　N=3基��(三郷町野井地内、笠置町姫栗地内、大井町地内　
各1基)

工事種別:

資格要件:

水道施設

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が1,394,250円以上（税込
み）であること。③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、697,1
25円以上（税込み）の同種工事での実績（官民を問わず）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     2,788,500 円

     2,535,000 円

700
（株）西尾管工業

岐阜県恵那市長島町久須見１０９２ー７ 落札   ￥2,140,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年2月28日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:20

契商観 第 84 号

根の上高原保古の湖トイレ改修工事

東野

男子トイレ改修（仮設解体、建具、塗装、左官、給排水衛生設備）　　1式
女子トイレ改修（仮設解体、建具、塗装、左官、給排水衛生設備）　　1式
諸経費　　1式

工事種別:

資格要件:

建築一式

①総合評定値が281点以上であること。②平均工事高が12,894,200円以上（税込み）であること。
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、3,223,550円以上（税込み）の同種工事での
実績（官民を問わず）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

     6,447,100 円

     5,861,000 円

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1183
小林住建（株）

岐阜県恵那市東野１４５０ー４    ￥5,750,000

2148
（株）アイギハウジング

岐阜県恵那市大井町１１３４ー８２ 落札   ￥5,680,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年3月27日



入　 札　 一　 覧

入札日時:

施行番号:

事業名称:

事業場所:

単位：円

概　　要:

ＮＯ 業者名 第１回 第２回 第３回記事

令和元年12月12日　　　　　　09:25

契商観 第 85 号

道の駅らっせぃみさと駐車場整備工事

三郷町佐々良木

土工 N＝1式　法面工 A＝190m2　擁壁工 L＝40.4　舗装工 A＝3,745m2　排水構造物工 L＝172m　
縁石工 L＝240m　区画線工 L＝423m　防護柵工 L＝37m　電気設備工 N＝1式　給水工 N＝1式　構
造物取壊工 N＝1式　安全対策工 N＝1式　上屋工 N＝1式

工事種別:

資格要件:

土木一式

①総合評定値が700点以上であること。②平均工事高が60,000,000円以上（税込み）であること。
③過去10年間、1件が単体（元請・下請を問わず）で、20,431,400円以上（税込み）の同種工事で
の実績（公共工事の実績）があること。

予定価格:

入札書比較価格:

    40,862,800 円

    37,148,000 円

164
セントラル建設（株）

岐阜県恵那市大井町１２０２ー４   ￥36,450,000

759
板垣建設（株）

岐阜県恵那市山岡町原７８９ー３ 　　　辞退

1228
恵中建設（株）

岐阜県恵那市長島町中野上沼３６ー５ 落札  ￥36,000,000

2145
（株）大野工機

岐阜県恵那市武並町竹折１２８８ー１   ￥36,780,000

備考 契          約  :
着     工 (手） :
完成及び納入期限:

令和元年12月20日
令和元年12月20日
令和 2年3月30日


